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 第14回神戸長田文化賞　候補者募集
長田に文化の種をまき、花を咲かせて区
内外に発信している個人や団体につい
て、ジャンルを問わず募集します。
申し込み 7月1日（月）までにⒻかEメール
か郵送か直接問へ
主催 神戸長田文化賞実行委員会
問〒653-8570（住所不要）
区まちづくり課
☎579-2311 Ⓕ579-2301
＜昨年度の受賞者＞（敬称略）
○神戸長田文化賞
・おかい みほ（絵本作家、陶芸家、エッセイスト）
・大前 恵里子（前衛書道）
○神戸長田文化奨励賞
・金子 優（ダンサー）
　神戸長田文化賞　　　検索

 高齢者に届けるカレンダーに掲載
　子どもの写真大募集
希望者はまず問にご連絡ください
対象 区内在住・在勤の方
申し込み 8月30日（金）までに☎で問へ
問長田区社会福祉協議会
☎511-4277 Ⓕ574-2427
　長田区社協　　　検索

　ながたのキレイなところカレンダー
　写真大募集
申し込み条件 ①長田区に在住の人②おお
むね１年以内に長田区で撮影された写真
申し込み ホームページを確認の上、9月
27日（金）までに、EメールかSNS投稿、ま
たはチラシを参照し、郵送か直接問へ
問〒653-8570（住所不要）区まちづくり課
☎579-2311 Ⓕ579-2336
　ながたのキレイなところ 　　検索

　高等学校と長田区役所が連携協定 　
　を締結しました
3月14日に連携協定を締結しました。今
後はより一層、教育とまちづくりの分野に
おいて相互に協力し、次世代の人材育成
と地域社会の活性化の推進に取り組んで
いきます。

       写真１点使用予定

　

　ハチ（スズメバチ等）・蚊の相談
ハチや蚊にお困りの方は、下記にご相談
ください（平日8:45～17:30）
●ハチ：ハチ相談ダイヤル
　 0120-947-988
●蚊：西部衛生監視事務所
☎579-2660（自治会等への蚊対策の
出前指導も行っています）

☎511-4277 Ⓕ574-2427

　しんながた図書館だより
場所 新長田図書館 多目的ルーム
料金 無料　申し込み 不要
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳～ Ⓑ小学生～
日時 6月1日(土)、15日(土) 
Ⓐ14：00～14：30 Ⓑ14：30～15：00
定員 20人（先着）
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時 6月8日、22日、29日(土)
14：00～14：30
定員 20人（先着）
●おひざのうえのおはなし会
対象 0～3歳の子どもと保護者
日時 6月19日(水)10：30～11：00
定員 20組（先着）
●ほのぼのひろば
対象 0～3歳の子どもと保護者
日時 6月28日(金)10：30～11：30
●大人のためのおはなし会
対象 成人
日時 6月8日(土)11：00～11：20
●大人の楽しい朗読
対象 成人
日時 6月22日(土)11：00～11：20
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

 わがまちコンサート　ピフレ
日時 6月14日（金）14:00～16:00
場所 ピフレホール　料金 2,000円　
申し込み 不要
定員 400人（先着）
問ピフレホール　
☎621-1120 Ⓕ621-0914

 手話講習会（入門課程・基礎課程）
 受講 者募集
対象 神戸市に在住・在勤・在学の方
日時 7月2日（火）～9月20日（金）の
毎週火・金曜18：45～20：45
（10月1日～引き続き基礎課程あり）
場所 新長田勤労市民センター
定員 20人（長田区民優先で抽選）
料金 【入門】8,000円 
※別途テキスト代3,240円
申し込み 6月21日（金）までに☎かⒻかE
メールで問へ
問長田ボランティアセンター
☎574-2408 Ⓕ574-2427
　  nagatavc@aqua.famille.ne.jp

 第３回リフレッシュセミナー
日時 6月21日（金）14:00～15:30
場所 長田公民館本館体育室
演題 足育革命～人生１００年時代を軽快
に生きよう！～　※同時手話通訳あり
講師 柔道整復師・鍼灸師
料金 無料　申し込み 不要
問長田公民館
☎575-1374 Ⓕ575-1785

  認知症サポーター養成研修
日時 6月25日（火）14：30～16：00
場所 区役所６階 多目的室
申し込み ホームページかⒻで問へ
定員 50人（先着）
問神戸市社会福祉協議会
☎200-4013 Ⓕ271-5366

  地域学セミナー「明石藩と尼崎藩」
日時 7月8日（月）14：00～15：30
場所 新長田勤労市民センター別館ピフレ 
会議室Ａ
講師 谷口義子（神戸学院大学非常勤講師）
料金 500円
申し込み 6月8日（土）から☎か直接問へ
定員 70人（先着）
問新長田勤労市民センター
☎643-2431 Ⓕ643-4350

 親子にこにこ講座　
 親子でベビーダンス
対象 3カ月（首座り）～2歳の子どもと妊
娠中でない保護者

時間 10：30～12：00（受付10：00～）
定員 15組（抽選）
申し込み 実施1カ月前～1週間前
に☎で各児童館へ
問区こども家庭支援課
☎579-2311（内線457・458）

　地域子育て応援プラザの催し
●公園・de・プラザ
対象 ０歳から就学前の子どもと保護者
日時 毎月第２月曜（祝休日除く）
11：00～11：30
場所 水笠通公園（雨天中止）
料金 無料　申し込み 不要
●子育て支援のためのスキルアップ
セミナー「支援者講習会」
対象 長田区内で地域の子育て支援に携
わっている団体または個人
日時 ６月27日（木）14：00～16：00
場所 区役所７階　料金 無料
申し込み 6月24日（月）までに☎かⒻかE
メールで問へ
●よーせて★ランドなつまつり企画運営
のママスタッフ募集 ※託児あり
日時 8月29日（木）9：00～12：00（事前
の企画会議については別途案内します）
場所 区役所７階　
申し込み ７月５日（金）までに☎かⒻかE
メールで問へ
問地域子育て応援プラザ長田
☎579-6581 Ⓕ579-6582
　　plaza_nagata@office.city.kobe.lg.jp

　子育てさぽーとセミナー
対象 子どもの発達にお悩みの方
日時 ６月13日（木）10:30～12:00
場所 区役所７階 会議室　
料金 無料
申し込み 不要（子連れの方のみ☎で問へ）
問ながた障害者地域生活支援センター
☎643-3730 Ⓕ643-3731

 子育てふれあい教室
日時 7月5日（金）10:30～12:00
場所 新長田勤労市民センター４階
文化教室
料金 無料　　
申し込み 不要
問長田区あじさい講座事務室
☎643-2436 Ⓕ643-0417

記号の見方／☎…電話　Ⓕ…FAX　　　…Eメール　 
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神戸野田高等学校と長田区が
連携協定を締結しました

 お知らせ

しんながた図書館だより

わがまちコンサート　ピフレ 催しながた
6月の情報BOX

手話講習会（入門課程）受講者募集

 講演・講習

善意銀行 3月分（順不同・敬称略）
アスタピア新長田管理組合地蔵尊、神戸常盤大学、
株式会社マルハン、(株)mi-kittyミキティ介護事業所
ありがとうございました。

ふれあい足湯アスタの再開
　新長田駅南地区の再開発事業の一つとして、にぎわいづくりのために作られ地元で親し
まれていた足湯が、平成28年から休止していましたが、このたびホテルのリニューアル
オープンに合わせて装いも新たに復活します！
再開日時 6月1日(土)10：00～
場　　所 ホテルウィングインターナショナル神戸新長田駅前（旧ホテルサーブ神戸アスタ） 
問都市整備課 ☎322-6824 Ⓕ322-6108

マンホールデザインコンテストの
受賞作品が決定しました！
　わが町に誇りを持つこと、市民の暮らしを支える下水道の大切
さについて理解を深めることを目的に開催したマンホールデザイ
ンコンテスト。
　最優秀賞に選定されたのは、首藤美幸さんの作品。実際のマン
ホールとして製作されたこの作品は、新長田合同庁舎の近く1カ
所に設置されました。ぜひ、探してみてください！

実際に製作されたマンホールと並ぶ首藤
美幸さん。受賞作品の選考は、区役所や
ふたば学舎、長田区公式facebookによ
る投票で、決定しました。

○

○

J R 新 長 田 駅

須磨

三ノ宮

北
JR 神戸線

※6月1日（土）10時からオープニングセ
レモニーを行います。利用者には先着で
粗品を進呈（数量に限りがあります）

【最優秀賞】
首藤美幸さん
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各種相談
区役所法律相談
問市総合コールセンター　☎333-3330 Ⓕ333-3314
　日時／毎週木曜12：00～16：00（祝休日除く）※1人20分程度
　場所／区役所3階 相談室   　定員／20人（先着・要予約）
　※区ホームページでも予約が可能になりました

行政相談
問兵庫行政評価事務所行政相談　☎321-1100 Ⓕ333-7919　
　日時／6月11日（火）13：00～15：00 　場所／区役所３階 相談室

成年後見制度事前相談室
問区社会福祉協議会　☎511-4277 Ⓕ574-2427
　日時／6月28日（金）13：30～15：30　場所／区役所４階 社会福祉協議会

税務相談
問近畿税理士会長田支部　☎747-0588
　日時／6月6日（木）13：00～16：00（要予約）　場所／（公社）長田納税協会

無料

会場受付時間実施日事業名

精神保健
福祉相談

健康相談・栄養相談（予約制）

相談員（予約制） 随時

医　師（予約制）

9：20～10：40

6月14日（金）、7月12日（金）

6月27日（木）

6月11日（火）・25日（火）、
7月9日（火）

１3：3０～１5：0０

１5：0０～１6：3０

6階

2階

5階

■区役所での乳幼児健診

■区役所での健診など

長田区保健だより

乳幼児健診は、4カ月（BCG接種同日実施）、9カ月、1歳6カ月（1歳7カ月頃案内）、
3歳（3歳3～4カ月頃案内）の成長・発達の節目の時期に行っています（無料）。
対象者には、個別に健診受診のご案内を送付します。転入された方やご案内が届
いていない方は区こども家庭支援課〔☎579-2311（内線457・458）Ⓕ
579-2344〕へお問い合わせください。

成
人
保
健

実施日 受付時間 会　場
6月21日（金）、7月8日（月）

6月29日（土）

9：15～11：00

9：15～11：00

  

 

区役所６階

新長田勤労市民センター3階

※気象警報（大雨・洪水・暴風・大雪・暴風雪)発令時(午前の事業7：00時点、午後の事業10：00
　時点）は、事業をすべて中止
○問区あんしんすこやか係 ☎579-2311 Ⓕ579-2342　

■後期高齢者健康診査・神戸市国民健康保険加入者の健康診査（集団健診）
予約 兵庫県予防医学協会 ☎871-7758 Ⓕ871-8048（土日祝除く）　
内容 問診、身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査（必要に応じて追加検査あり）
対象 ①生活習慣病の治療中でない後期高齢者医療制度加入者
　　 ②30歳および40歳以上の神戸市国民健康保険加入者 
※神戸市国民健康保険加入者以外の方は各医療保険者にお問い合わせください　
申込方法 事前に予約し、健康保険証と受診券などを持参
料金 30歳、65歳以上無料、40～64歳一般世帯300円、非課税世帯無料
※39歳以下の方については、区あんしんすこやか係にご相談ください
※生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者は、区生活支援課が受診券を交付します

■その他のけんしん・検査（上記の集団健診会場で同時実施）
•胸部X線検査＜結核健診＞　無料、満15歳以上で受診機会のない人、石綿（アスベスト）
等健康不安のある人
•肝炎ウイルス検査　無料、40歳以上
•骨粗しょう症検診　1000円、男性満40歳以上、女性満18歳以上
※集団健診受診者は予約時申し込み。単独受診は予約不要、当日申し込み可
問神戸市けんしん案内センター ☎２６２-１１６３ Ⓕ２６２-１１６５（土日祝除く）

6月1日～7月15日
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内外に発信している個人や団体につい
て、ジャンルを問わず募集します。
申し込み 7月1日（月）までにⒻかEメール
か郵送か直接問へ
主催 神戸長田文化賞実行委員会
問〒653-8570（住所不要）
区まちづくり課
☎579-2311 Ⓕ579-2301
＜昨年度の受賞者＞（敬称略）
○神戸長田文化賞
・おかい みほ（絵本作家、陶芸家、エッセイスト）
・大前 恵里子（前衛書道）
○神戸長田文化奨励賞
・金子 優（ダンサー）
　神戸長田文化賞　　　検索

 高齢者に届けるカレンダーに掲載
　子どもの写真大募集
希望者はまず問にご連絡ください
対象 区内在住・在勤の方
申し込み 8月30日（金）までに☎で問へ
問長田区社会福祉協議会
☎511-4277 Ⓕ574-2427
　長田区社協　　　検索

　ながたのキレイなところカレンダー
　写真大募集
申し込み条件 ①長田区に在住の人②おお
むね１年以内に長田区で撮影された写真
申し込み ホームページを確認の上、9月
27日（金）までに、EメールかSNS投稿、ま
たはチラシを参照し、郵送か直接問へ
問〒653-8570（住所不要）区まちづくり課
☎579-2311 Ⓕ579-2336
　ながたのキレイなところ 　　検索

　高等学校と長田区役所が連携協定 　
　を締結しました
3月14日に連携協定を締結しました。今
後はより一層、教育とまちづくりの分野に
おいて相互に協力し、次世代の人材育成
と地域社会の活性化の推進に取り組んで
いきます。

       写真１点使用予定

　

　ハチ（スズメバチ等）・蚊の相談
ハチや蚊にお困りの方は、下記にご相談
ください（平日8:45～17:30）
●ハチ：ハチ相談ダイヤル
　 0120-947-988
●蚊：西部衛生監視事務所
☎579-2660（自治会等への蚊対策の
出前指導も行っています）

☎511-4277 Ⓕ574-2427

　しんながた図書館だより
場所 新長田図書館 多目的ルーム
料金 無料　申し込み 不要
●おはなし会
対象 Ⓐ4歳～ Ⓑ小学生～
日時 6月1日(土)、15日(土) 
Ⓐ14：00～14：30 Ⓑ14：30～15：00
定員 20人（先着）
●えほんの会
対象 4歳～小学生
日時 6月8日、22日、29日(土)
14：00～14：30
定員 20人（先着）
●おひざのうえのおはなし会
対象 0～3歳の子どもと保護者
日時 6月19日(水)10：30～11：00
定員 20組（先着）
●ほのぼのひろば
対象 0～3歳の子どもと保護者
日時 6月28日(金)10：30～11：30
●大人のためのおはなし会
対象 成人
日時 6月8日(土)11：00～11：20
●大人の楽しい朗読
対象 成人
日時 6月22日(土)11：00～11：20
問新長田図書館
☎691‐1600 Ⓕ691‐2181

 わがまちコンサート　ピフレ
日時 6月14日（金）14:00～16:00
場所 ピフレホール　料金 2,000円　
申し込み 不要
定員 400人（先着）
問ピフレホール　
☎621-1120 Ⓕ621-0914

 手話講習会（入門課程・基礎課程）
 受講 者募集
対象 神戸市に在住・在勤・在学の方
日時 7月2日（火）～9月20日（金）の
毎週火・金曜18：45～20：45
（10月1日～引き続き基礎課程あり）
場所 新長田勤労市民センター
定員 20人（長田区民優先で抽選）
料金 【入門】8,000円 
※別途テキスト代3,240円
申し込み 6月21日（金）までに☎かⒻかE
メールで問へ
問長田ボランティアセンター
☎574-2408 Ⓕ574-2427
　  nagatavc@aqua.famille.ne.jp

 第３回リフレッシュセミナー
日時 6月21日（金）14:00～15:30
場所 長田公民館本館体育室
演題 足育革命～人生１００年時代を軽快
に生きよう！～　※同時手話通訳あり
講師 柔道整復師・鍼灸師
料金 無料　申し込み 不要
問長田公民館
☎575-1374 Ⓕ575-1785

  認知症サポーター養成研修
日時 6月25日（火）14：30～16：00
場所 区役所６階 多目的室
申し込み ホームページかⒻで問へ
定員 50人（先着）
問神戸市社会福祉協議会
☎200-4013 Ⓕ271-5366

  地域学セミナー「明石藩と尼崎藩」
日時 7月8日（月）14：00～15：30
場所 新長田勤労市民センター別館ピフレ 
会議室Ａ
講師 谷口義子（神戸学院大学非常勤講師）
料金 500円
申し込み 6月8日（土）から☎か直接問へ
定員 70人（先着）
問新長田勤労市民センター
☎643-2431 Ⓕ643-4350

 親子にこにこ講座　
 親子でベビーダンス
対象 3カ月（首座り）～2歳の子どもと妊
娠中でない保護者

時間 10：30～12：00（受付10：00～）
定員 15組（抽選）
申し込み 実施1カ月前～1週間前
に☎で各児童館へ
問区こども家庭支援課
☎579-2311（内線457・458）

　地域子育て応援プラザの催し
●公園・de・プラザ
対象 ０歳から就学前の子どもと保護者
日時 毎月第２月曜（祝休日除く）
11：00～11：30
場所 水笠通公園（雨天中止）
料金 無料　申し込み 不要
●子育て支援のためのスキルアップ
セミナー「支援者講習会」
対象 長田区内で地域の子育て支援に携
わっている団体または個人
日時 ６月27日（木）14：00～16：00
場所 区役所７階　料金 無料
申し込み 6月24日（月）までに☎かⒻかE
メールで問へ
●よーせて★ランドなつまつり企画運営
のママスタッフ募集 ※託児あり
日時 8月29日（木）9：00～12：00（事前
の企画会議については別途案内します）
場所 区役所７階　
申し込み ７月５日（金）までに☎かⒻかE
メールで問へ
問地域子育て応援プラザ長田
☎579-6581 Ⓕ579-6582
　　plaza_nagata@office.city.kobe.lg.jp

　子育てさぽーとセミナー
対象 子どもの発達にお悩みの方
日時 ６月13日（木）10:30～12:00
場所 区役所７階 会議室　
料金 無料
申し込み 不要（子連れの方のみ☎で問へ）
問ながた障害者地域生活支援センター
☎643-3730 Ⓕ643-3731

 子育てふれあい教室
日時 7月5日（金）10:30～12:00
場所 新長田勤労市民センター４階
文化教室
料金 無料　　
申し込み 不要
問長田区あじさい講座事務室
☎643-2436 Ⓕ643-0417

  第338回 サロンコンサート  第338回 サロンコンサート
無料 申し込み不要

日時／6月19日（水）12:20～12:50
場所／区役所７階 区民ギャラリー
出演／波戸岡 美紗（ピアノ）
曲目／月の光（ドビュッシー）
　　　超絶技巧練習曲集より第12
　　　番「雪あらし」（リスト）ほか
問市イベント案内・申込センター 
☎333-3372 Ⓕ333-3314

第３回リフレッシュセミナー

認知症サポーター養成研修

地域学セミナー「明石藩と尼崎藩」

親子にこにこ講座　
親子でベビーダンス

地域子育て応援プラザの催し

子育てさぽーとセミナー

子育てふれあい教室
作って飾ろう 七夕まつり

 子育て

6月12日（水）

6月27日（木）

7月2日（火)

7月11日（木）

日時 会場/電話番号

☎５７６-９７３２

☎６４２-２１７１

☎６７１-３７９１

☎６４１-７５５０

長田児童館

五位の池児童館　

志里池児童館

駒栄児童館
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●長田区の姿（平成31年5月1日現在） 人口：95,467人  世帯数：49,440世帯  面積：１１.3６㎢  
●〒653‐8５70 長田区北町3-4‐3  ●Eメール nagata@office.city.kobe.lg.jp　
●ホームページ　　　　　　　　　 
●受付時間 8：45～17：15 毎週木曜は19：45まで（引越しに関する手続きや証明書発行など一部の業務）　　

【編集／長田区まちづくり課 】 ☎（078）579‐2311（内線211）  FAX（078）579‐23016
新長田合同庁舎ができるって聞いたけど…
区役所の何が変わるの？
2019年6月末に新長田合同庁舎が完成します。そこで、それに関して皆さんが感じている
素朴な疑問に長田区長がお答えします！

Q そもそも
合同庁舎って何？

A

日差しを効果的に抑える役割を
担っています。設置された縦ルー
バーは 343 本にも上り、空調負
荷を低減します。

敷地内には神戸の里山をイメージした多種多様な木（マテバシイ、ヤ
マザクラ、ヤマアジサイ、オキザリスなど）が植えられています。

Q 今回の移転でどんないいことがあるの？

A

Q
A すまいに関する相談や、県税や市税に

関する手続きができ、皆さんの生涯学習
や地域づくりの活動の場として幅広く利用
できる多目的フリースペースや講座研修室
も設置されます。また、各機関は10月の完
全オープンに向けて8月以降、
順次オープンします。

所在地：〒653-0042 長田区二葉町5-1-32

敷地面積：約3,820㎡

建築面積：約2,800㎡

延床面積：約19,500㎡

構造：鉄骨造

階数/高さ：地上9階/約39ｍ

●新長田合同庁舎について

●アクセス：ＪＲ（神戸線）・市営地下鉄（西神・山手線、海岸線）新長田駅から南へ徒歩約10分
　　　　　  または 市営地下鉄（海岸線）駒ヶ林駅から北へ徒歩約2分

ひさしとルーバーの秘密

緑あふれる空間

外装・内装について

新長田駅

駒ケ林
中学校

ふたば
学舎

長田消防署
大橋出張所
長田消防署
大橋出張所

国道2号

鉄人28号
モニュメント
鉄人28号
モニュメント

駒ヶ林駅駒ヶ林駅
地下鉄（海岸線）地下鉄（海岸線）

新長田合同庁舎新長田合同庁舎

JR／地下鉄（西神・山手線／海岸線）

長田区長　増田　匡 
ますだ ただす

長田区長　増田　匡 
ますだ ただす

●にぎわいの創出
　　・職員が約1,050人増加
　　・来庁者数は約30万人/年の予定
　　・県民・市民が交流できる場に（１階 県立神戸生活創造センター）
●税務部門の集約によるサービスの向上など
　　・県税・市税に関する相談業務などが集約化され、利便性が向上
●公営住宅募集サービスの向上

Q 市税事務所が移転した後は、区役所で
税に関する手続きはできなくなるの？

A 市税に関する手続きや相談については新長田合同庁舎でできます
が、8月に移転した後も、これまで通り区役所で税証明の発行が
できます。

県立神戸生活創造センター

神戸市行財政局税務部　法人市民税関連
法人関係税県市共同窓口　市税の窓口

神戸市行財政局税務部
市民税関連

神戸市行財政局税務部
収納管理関連

神戸市行財政局税務部
固定資産税関連

兵庫県神戸県民センター神戸県税事務所

兵庫県神戸県民センター県民交流室
兵庫県住宅供給公社　神戸事務所

一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社

　

8階

7階

6階

5階

4階

3階

2階

1階

新長田合同庁舎には兵庫県と
神戸市の部署が入ります。県
と市が同じ庁舎で業務を行う
ことから、新長田合同庁舎と
名付けられました。

Q 区役所も新長田合同庁舎に
移転するの？

A いいえ。市税事務所は新長田合同
庁舎に移転しますが、区役所の他
の部署は変わらず現在と同じ場所
で業務を続けます。安心して今ま
で通り区役所にお越しください。

新長田合同庁舎は今年10月完全オープン予定です。

新長田合同庁舎ではいつから
どんな手続きができるの？

・外装…アースカラーを使用することで、周辺の建物やまち並みに溶け込むよう
           工夫しています。
・内装…アクセントカラーに兵庫県はブルー、神戸市はグリー

ンを用いて、市と県の機関が入居する合同庁舎な
らではの色彩となっています。また、仕上げ材に県
産木材（クリ、スギ、ヒノキ）を使用した部分があり、
温もりが感じられる空間になっています。

ぶ
らっと

こ
ーへん
？

「広報紙KOBE
7月号」でも続報を
お知らせしますので、
どうぞお楽しみに！

長田区長田区 長田区神戸市長田区長田区長田区FB
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